
区　名 所管局名
対応

※一部対応
含む

提 案 内 容 の 概 要
番
号

項　目

平成31年度予算編成に向けた「区提案反映制度」項目・対応状況一覧

南 1
将来的な団地再生を目指した「団地活性化支
援」の充実

１　住民主体の取組に５年間並走する派遣制度の拡充
２　団地の活性化拠点づくりを行う際の事業補助

建築局 ○

南 2
管理不全空家対応施策の具体化と執行体制強
化及び将来を展望した管理不全空家化予防施
策の検討

１　管理不全空家対応の加速化に向けた緊急措置としての
経過観察調査
２　困難案件への対応力強化に向けた所有者調査委託等
３　管理不全空家の自主改善を進める誘導施策・指導力強化

建築局 ○

南 3
「避難情報を伝達する設備等の機能強化に係る
手段の検討・整備」の加速化について

　浸水深や即時避難勧告対象区域等の災害の発生が想定さ
れるエリアを考慮した、防災スピーカー等（190か所）の早期
整備

総務局 ○

南 4
土砂災害警戒区域等に存する避難場所等の啓
発等対策強化について

　迅速な避難につながるよう、災害ごとの避難先（指定緊急
避難場所と指定避難所等）についての市民への啓発等の強
化

総務局 -

南 5 民有がけ地に対する相談体制について
　民事相談に対し専門の弁護士を紹介するなど、個別の事案
に対応できる相談体制の早期の構築

建築局 ○

南 6
いわゆる「ごみ屋敷」対策事業等における支援
困難者への対応に係る専門家の派遣について

　複合的な課題を抱えている支援困難なケースに対して、福
祉・保健分野の学識者や臨床心理士、精神科医等の派遣の
実施

健康福祉局 ○

南 7
大岡はらっぱの遊具撤去、樹木剪定、排水溝清
掃等の委託について

　遊具の老朽化等、管理上の課題が生じていることによる遊
具撤去・樹木剪定・排水溝清掃及びグランド改修等の実施

環境創造局 ○

南 8 永田台コミュニティハウスのバリアフリー化
　永田台小学校別棟３階にあるコミュニティハウスに、外付け
構造の利用者向けエレベーターを設置

教育委員会事務局 -

南 9 六ツ川中央公園の用地買収について
　公園中央部にある未買収用地（約1,500㎡）早期の用地買
収

環境創造局 -

南 10
中村川沿いの道路再整備（健康みちづくり推進
事業） 　健康みちづくりルートの整備 道路局 ○

南 11 大岡川プロムナードの再整備及び桜の更新 道路局 ○

南 11 大岡川プロムナードの再整備及び桜の更新 環境創造局 ○

南 12 地震火災対策重点路線の早期整備について
１　汐見台平戸線の整備の推進
２　六角橋線における未着手区間の早期事業化
３　泥亀釜利谷線の現道のない区間530mの早期整備

道路局 ○

１　大岡川プロムナードの再整備（31年度再整備区間一本橋
～太田橋（左岸））
２　再整備済の区間における、腐朽等による伐採を行った桜
の植替



（様式３－２）

担当者名 望月 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 大胡・溝口 TEL

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

■団地再生については、単に建物や設備の老朽化への対応のみならず、「団地＝まち」の視点を持ちな
がら、多様な住民の思い等に寄り添った柔軟かつ中長期的な支援を行う必要があるが、既存の縦割りメ
ニューでは対応が難しく、特に住民主体の取組の最初期における本市支援メニューの検証と新規・拡充
の検討が必要。
■建築局を中心とした関係局がしっかりと連携しつつ、それぞれの支援メニューを再整理するととも
に、①住民の取組を伴走・支援する人材の派遣や、②例えば空き店舗、空き住戸、住棟間スペース等を
活用した団地の活性化拠点づくりを行う際の事業補助メニュー等の創設が必要。

◇地域ニーズ等の収集手段

□１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　■３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　■６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

対応しない場合
◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

将来的な団地再生を目指す足がかりとして空き店舗・住戸等を活用した活性化拠点（サロン、居場所や
情報発信等の拠点）づくりを目指す際、拠点に求める機能が高齢者の見守り機能、子どもの居場所機
能、多世代交流機能などと多目的化・複合化しやすく、局ごとの縦割り支援では対応できない。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

H27：まちあるきワークショップ党勉強会の企画・実施支援
H28：住民主体の「まちづくり運営委員会」活動支援
H29:「つながり祭」開催支援、大学等連携支援、NPO法人設立支援
◇課題解決のための方策

１　住民主体の取組に５年間併走する派遣制度の拡充
２　事業補助メニューの創設

①派遣制度の拡充
　   千円
②団地の活性化拠点づくりを行う際の事業補助
　   千円

◇対応の内容

①住民主体の取組に５年間並走する派遣制度の拡充を行います。
②新たにエリアマネジメント推進のための事業補助を実施します。

対応する場合

将来的な団地再生を目指した「団地活性化支援」の充実1

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 区政推進課

341-1232

建築局

671-2954

対応の有無

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

建築局 住宅再生課

対応する 既存制度の見直しを行う

所管局課・担当者 建築局住宅再生課　諸泉係長、大胡係長



（様式３－２）

担当者名 熊野、門倉 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 吉原・村上 TEL

◇課題に対する局の考え方

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 総合的な空家対策の推進

◇対応の内容

所有者調査委託や経過観察調査委託等、管理不全空家への指導強化に向けた対策を進めます。さらに空
家化の予防、流通活用の促進に向けて、相談体制強化や地域での空家活用方策等の検討を進めます。

建築局 建築指導課・住宅政策課

対応する 予算対応する

対応する場合

所管局課・担当者 建築局住宅政策課　村上課長補佐、建築指導課　吉原係長

管理不全空家対応施策の具体化と執行体制強化
及び将来を展望した管理不全空家化予防施策の検討2

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 区政推進課

341-1233

建築局
14区（鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区、旭
区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、戸塚区、
栄区、瀬谷区）

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

・所有者等の経済面や権利面等の様々な事情から、改善が進まず、区民より不満の声が出ている。
・地福計画や包括ケア行動指針等に基づき取組を推奨している地域活動の場所・拠点が不足しているな
かでは、空家を地域資源として活用したいという区民ニーズが増加

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

空家マニュアルに沿った初期指導等
◇課題解決のための方策

【早急に対応すべき事項】
１　市民に危険を及ぼす管理不全空家対応の加速化に向けた緊急措置（経過観察調査委託）
２　困難案件への対応力強化に向けた専門家の活用（所有者調査委託等）
３　管理不全空家の自主改善を進める誘導施策・指導力強化
４　管理不全空家対応の加速化に向けた建築局の執行体制強化
【将来に向けて検討すべき事項】
１　まちづくりの課題と捉えた施策の検討・推進
（将来予測、福祉との連携、地域活動の拠点への活用など）
２　国への制度提案の検討

合計　20,000千円
（内訳）
経過観察調査委託費　　　　千円
所有者調査委託費　　　　千円
所有者の自主改善を進める相談体制強化　　　　千円
空家所有者に対する活用補助　1,000千円

　平成27年度の空家対策特措法の施行により、区局連携のもと、管理不全空家の対策が進められている
が、所有者による改善が進まない管理不全空家は累積する一方である。加えて今後の高齢化の進展によ
り、まち全体で空家化が急激に進むものと見込まれる。そのため、管理不全空家の改善を進める具体的
な方策や局の体制強化により、効率的に業務の効果を高めることが急務である。合わせて、空家問題を
まちづくりの大きな課題と捉えた予防的施策の検討も必要である。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　■３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

671-4539
671-2922

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 黒川 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 有賀、齊藤 TEL

◇対応の内容

防災スピーカーの音達範囲内居住人口や災害発生危険度をもとに整備優先度を整理し、予算計上の範囲
内で区役所、消防署・消防出張所及び地域防災拠点への整備を進めていきます。

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 総務課

341-1225

総務局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　南区には160か所の土砂災害警戒区域があり、その内の15か所が即時避難勧告区域となっています。広
範囲・長時間にわたる大雨による土砂災害が区内で発生した場合には、その被害を軽減するために迅速
な情報伝達が求められます。
　現在、大地震による津波発生が予想される場合に、屋外スピーカーを使って避難を呼びかける「津波
警報伝達システム」が津波浸水予測区域内の３か所に設置されていますが、津波に限らず、緊急時に区
民の皆様が直ちに避難行動に移るとともに、その暇がない場合は生命を守る最低限の行動をとれるよ
う、より多くの区民・広範囲への情報伝達が可能な設備等の整備が急務となっています。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　■６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
■８　その他（平成30年７月豪雨を踏まえた中期４か年計画における「災害に強い都市づくり」の推進強化）

◇区民からの具体的な要望
　地域からは、土砂災害警戒区域等の要援護者施設へのFAXや音声システムでの情報発信のほか、HPやツ
イッター等のさまざまな手段で緊急情報を発信しているが、こうしたツールを活用できない区民にも災
害が発生する危険性が高まっていることを速やかに伝える手段（例えば、防災無線や屋外スピーカーの
設置等）の整備が必要との意見が出ています。
◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

情報発信のツールとしては、ホームページやツイッターを活用しているほか、津波による被害軽減に向
け屋外スピーカーが３か所に整備されています。また、浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内の施設等
に対してＦＡＸを送信するほか、即時避難勧告対象区域にお住いの希望者に対し、ＦＡＸや自動音声シ
ステムによる情報発信を行っています。

◇課題解決のための方策

　新たな中期４か年計画の「災害に強い都市づくり（政策34）」において、危機対応能力の強化に向け
緊急情報を伝達する設備（防災スピーカー等）の増設190か所（４か年）を想定しているが、平成30年７
月豪雨での課題を踏まえ整備計画を前倒しするとともに、整備対象施設周辺の居住者数だけでなく、即
時避難勧告対象区域の優先度のほか、過去に発生した災害等を加味した区域を抽出し、前倒し整備しま
す。

671-4141

対応の有無

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

「避難情報を伝達する設備等の機能強化に係る手段の検討・整備」の加速化について3

提案内容
・

概算額等

総務局 情報技術課

対応する その他

・平成30年７月豪雨での被害を踏まえ、新たな中期４か年計画に掲げる防災スピーカー等（190か所）の
早期整備が必要と考えられます。
・整備にあたっては、浸水深や即時避難勧告対象区域等の災害の発生が想定されるエリアを優先的に整
備することで、地域の防災性が向上すると考えられます。

対応しない場合
◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

対応する場合

所管局課・担当者 総務局情報技術課　有賀係長



（様式３－２）

担当者名 黒川 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 廣部 TEL

◇対応の内容

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 総務課

341-1225

総務局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　市では、「被災者が一定期間滞在して避難生活をするための指定避難所（地域防災拠点）」を「災害
の危険が切迫した場合における緊急の避難場所（指定緊急避難場所）」に兼ねて指定しています。しか
し、周囲に土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域が存する地域防災拠点もあり、「洪水」や「崖崩れ」
などの際に校舎や体育館などの施設が使用できない場合もあります。
　全国的に地震や豪雨による被害が相次ぐ昨今、複合的な災害も念頭に、全市的に災害の種別に応じた
避難先の周知を含め、被害軽減に向けた対策強化が必要です。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　■６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

避難生活を送ることとなる地域防災拠点ですが、土砂災害警戒区域に存することから避難確保計画等の
作成が必要な場所もあり、昨今の大規模災害を見ても、地震による土砂災害も懸念されます。異常な現
象が想定されている区域に存する避難場所等の対策強化を図ってほしいとの意見が出ています。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

地震発生時には、市立小中学校（耐震補強済）を地域防災拠点に指定し備蓄機能等を備えた拠点として
整備しています。災害対策基本法の一部改正を受け、地域防災拠点のうち、異常な現象の種類ごとに避
難可能な場所を「指定緊急避難場所」としても指定していますが、被害状況によっては補充的避難所等
の別の避難場所等への移動をお願いする場合もあります。なお、本市では地域防災拠点を指定避難所
（被災した市民が一定期間滞在する場）に指定しています。

◇課題解決のための方策

平成28年の熊本地震では土砂災害190件発生（国土交通省発表）しており、地震による土砂災害の誘発が
懸念されています。災害対策基本法施行令第20条の６「指定避難所の基準」では『想定される災害によ
る影響が比較的少ない場所にあるものであること。』と規定されていますが、大地震発生後に大雨等に
よる災害が併発した際には、避難した結果かえって被災することも想定されます。そこで、避難所等の
位置づけを周知すること等対策を強化することにより、区民の生命、身体を保護することを目指しま
す。

671-4358

対応の有無

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

土砂災害警戒区域等に存する避難場所等の啓発等対策強化について4

提案内容
・

概算額等

総務局 危機管理課

対応しない 制度化見送り

東日本大震災を教訓に、災害対策基本法が改正により、指定緊急避難場所と指定避難所を指定しなけれ
ばならないこととなりましたが、避難する側としては災害ごとの避難先を把握する必要があります。過
去の災害を教訓に、迅速な避難につながるよう、災害ごとの避難先に対する理解が一層深まるよう、市
としても啓発等の対策強化を講ずることを提案します。

対応しない場合

「指定緊急避難場所」「指定避難所」については、ホームページでの記載や、「防災よこはま」等を配
布することで、区民の皆様に周知しています。今後も、避難される皆様に御理解していただけるよう、
機会を捉え啓発するとともに、実際の災害併発時には、災害種別に応じての避難が求められることか
ら、地域の方々への迅速な災害情報の伝達に努めます。

◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

対応する場合

所管局課・担当者 総務局危機管理課　廣部係長



（様式３－２）

担当者名 飯塚 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 今井 TEL

対応しない場合
◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

建築局 建築防災課

671-2948

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する

対応する場合
◇対応の内容

崖地の所有者等が抱える防災上の様々な課題に対応するため、専門的な視点からサポートする支援策を
検討します。

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

所管局課・担当者 建築局建築防災課　今井係長

◇課題解決のための方策

　現状においても、がけ地に関する相談については、建築局による現地調査の実施とともに、改善の必
要ながけ地については所有者等へ状況や安全性の説明を行い、助成制度等を活用した改善の働きかけを
行っています。また、区と消防と合同で宅地防災パトロール等を実施し、危険ながけ地の情報共有も図
られています。ただ、市として建築違反等の法的な根拠がない場合は改善の指導等ができず、民事相談
に対して市や区で実施する一般的な弁護士相談等を案内するしかありません。がけ地の専門的な相談体
制が創設されれば、がけ崩れ災害等の減災・防災対策のさらなる推進や相談者の満足度の向上、市や区
の相談対応の負担軽減につながると考えます。

提案内容
・

概算額等

　「横浜市中期４か年計画2018～2021」政策34でがけ地の防災対策として相談体制の充実や「横浜市強
靭化地域計画に向けた脆弱性評価」で専門的な市民相談対応等の新たな仕組みづくりの検討が掲げられ
ています。こうした検討の中で、民事相談に対し専門の弁護士を紹介するなど、個別の事案に対応でき
る体制の早期の構築を提案します。

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 総務課

341-1225

建築局

　主に近隣住民から民有がけ地に存する管理不全の樹木、擁壁、建築物等について、崩壊の懸念や危険
性を感じることから改善を要望されています。がけ地所有者が不明の場合や明確であっても改善の意志
がない場合は状況が進展せず、公で危険性を除去すべきではないかとの要望が繰り返し寄せられている
現状があります。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

　要望があったがけ地を現場確認し、建築局、土木事務所等と情報共有を行っている。所有者の調査や
改善の働きかけは主に建築局が担っていますが、所有者に改善の意志がない場合や助成制度が適用でき
ない状況では現状が改善されず、繰り返し区に対応を要求される場面が多くなっています。区には実行
手段がなく対応に苦慮しており、都度建築局等の関係部署と情報共有し、所有者の管理責任が前提であ
り改善の働きかけをする旨の説明をするに留まっています。

提案種別 項　　　　　　　目

5 民有がけ地に対する相談体制について

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

　南区内では急傾斜地崩壊危険区域として85か所、土砂災害警戒区域として160か所が指定されていま
す。また、土砂災害警戒情報の発表とともに避難勧告を一斉発令する対象区域（即時避難勧告対象区
域）が15か所あり、市内で最も多い区域を抱えています。
　そうした現状の中で、区民からは対象区域内外に関わらず民有がけ地の改善の要望があり、対象区域
に対しては県による急傾斜地崩壊対策事業や本市のがけ地防災対策事業による助成制度があるものの、
前提としてがけ地所有者の改善の意志が必要です。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　■２　市民からの提案等　　■３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　■６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望



（様式３－２）

担当者名 長澤 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 佐々木 TEL

対応しない場合
◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 いわゆる「ごみ屋敷」対策事業

◇対応の内容

　複合的な課題を抱えている支援困難なケースへの対応力の向上を図るためのコンサルテーションの実
施は必要と考えます。活用方法を含め区役所と検討しながら進めます。

健康福祉局 福祉保健課

対応する 予算対応する

いわゆる「ごみ屋敷」対策事業等における支援困難者への対応に係る専門家の派遣について6

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 福祉保健課

341-1182

健康福祉局 ４区（中区、港北区、戸塚区、瀬谷区）

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

　近隣住民より、堆積物から発生した悪臭や害虫、火災の危険性もあることから、早期解決を要望され
ている。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

　いわゆる「ごみ屋敷」対策事業においては、区の支援対応チームが堆積者宅への訪問を繰り返し行っ
ているが、堆積物の排出等、強い拒否感を示しており、行政の介入が困難となっている。
　また、一部排出を行えたものの、再び堆積が始まっている案件もある。

◇課題解決のための方策

 福祉的視点に重点を置いた「ごみ屋敷」対策を進めるためには、外部有識者等を交え、社会福祉職、
保健師等による専門的なアセスメントに基づいた対応が必要である。
 区局で進める個別事案対策検討プロジェクトよりも機能的に対応できるよう、区のみで対応している
複合的な課題を抱えている支援困難なケースに関しても、福祉・保健分野の学識者や臨床心理士、精神
科医等の派遣を行い、各分野の専門家からのコンサルテーションを実施してほしい。

　区で独自に専門家を探すことが困難なため、健康福祉局で各分野の専門家の募集、依頼を行い、区局
で協議した上で、適任者を派遣する。
講師謝金：15千円/時間×２時間×年間３回＝90千円（１区あたり）
局で18区分を予算計上する（18区合計：1,620千円）

　支援困難ケースの例であるいわゆる「ごみ屋敷」対策事業において、拒否感が強く、行政の介入が困
難な堆積者や、「溜め込み症」だと思われる堆積者への対応に苦慮している。本市のいわゆる「ごみ屋
敷」対策では、堆積者との関係を築き、堆積物等を溜めてしまった背景に沿った支援により解消を目指
すものである。しかし、区の支援対応チームによる堆積者への訪問を繰り返す一方で、条例施行後１年
半経った現在も堆積物の片付けが進まない状況にある。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
■８　その他（職員からの意見）

◇区民からの具体的な要望

671-4049

対応する場合

所管局課・担当者 健康福祉局福祉保健課　佐々木係長

対応の有無



（様式３－２）

担当者名 田邉 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 柴田 TEL

対応する場合

所管局課・担当者 環境創造局緑地保全推進課　柴田係長

対応しない場合
◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

671-2625

対応の有無

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

大岡はらっぱの遊具撤去、樹木剪定、排水溝清掃等の委託について7

提案内容
・

概算額等

環境創造局 緑地保全推進課

対応する その他

概算額：3,000千円
＜内訳＞　    ・遊具撤去（　　　千円）
　　　　　　　・樹木剪定（　　　千円）
　　　　　　　・排水溝清掃及びグランド改修（　　　千円）
　　　　　　　・フェンス及びネット修繕（　　　千円）
　　　　　　　・掲示看板改修（３枚）（　　　千円）

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 地域振興課

341-1237

環境創造局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

  当該土地は県立商工高等学校の跡地であり、平成２年３月に合計12,018.19㎡の敷地が市民利用施設
用地として県から有償譲渡された。譲渡された敷地内には南スポーツセンター、大岡地区センター、大
岡地域ケアプラザ等が整備されており、その残地が現在「大岡はらっぱ」として公開されている。公開
後、地元要望を受けて「はらっぱ」を公園にするため緑政局（現　環境創造局）が庁内調整を重ね、平
成６年度の緑政局方針決裁後「はらっぱ」の位置づけのまま公園的な整備（遊具等の設置）が行われ
た。公開から24年経過した遊具の老朽化等、管理上の課題が生じている。

◇地域ニーズ等の収集手段

□１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

  地元の管理運営委員会から、遊具撤去、樹木剪定、排水溝清掃、フェンス・ネット補修、掲示看板等
管理面での負担に対して強く要望を受けている。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

【H26年度】
　■西側街灯修繕（H26.8.9実施）
　■遊び場施設修繕（H26.10.28実施）
【H27年度】
　■雑木伐採（H27.8.4実施）
【H29年度】
　■雑木伐採等（H29.7.10実施）
　■フェンス修繕（H29.10.5実施）
　■防球ネット修繕（H30.3.29実施）
　■ベンチ修繕（H30.3.27実施）
【H30年度】
　■草刈（H30.9.15実施）
◇課題解決のための方策

環境創造局による遊具撤去等の予算確保

◇対応の内容

管理上の課題への要望について関係課調整を行い、対応します。



（様式３－２）

担当者名 田邉、栢原 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 7年以上
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 辻、齋藤 TEL

◇対応の内容

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 地域振興課

341-1237

教育委員会事務局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

当該施設は、永田台小学校の最も奥にある校舎の３階部分に設置されており、高齢者や障害者にとって
利用しづらく、バリアフリー対策が取られていません。コミュニティハウスの開設以降、地区懇談会等
を通じて地域からはエレベーターの設置要望が毎年出されるなど、高齢者や障害者も利用しやすい施設
にすることが望まれ続けいています。しかしながら、長年にわたり未対応の結果、65歳以上の利用者数
が数年にわたり伸び悩んでいます。

◇地域ニーズ等の収集手段

□１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

施設には、身障者用のトイレが設置されているが、3階にあるため車いすの方が利用できない。
また、施設の周辺住民の高齢化が進んでおり、利用者の約半数を占める65歳以上の方の利便性を高める
べく、エレベーターを設置し、直接施設にアプローチできるようバリアフリー化を図ってほしい。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

１　平成17年度要望までは、主にエレベーター設置を要望していました。
２　平成18年度要望では、①小学校の空き教室等を整理し、学校内１階にコミュニティハウスを移転する案、②コミュニティ
ハウス３階部分と学校施設１階部分の機能を入れ替える案について相談しましたが、物理的に困難であるとの回答がありまし
た。
３　平成19年度、20年度要望では、コミュニティハウスに隣接する南永田台団地の周辺道路から直接コミュニティハウスへ橋
を架ける案を提案しましたが、対応困難との回答でした。
４　平成21年度～26年度要望では、空き教室等の調整をしていただき、３階のコミュニティハウスを１階に移転、それができ
ない場合はエレベーターの設置を要望しましたが、対応困難との回答でした。
５　平成27年度～30年度要望では、エレベーターの設置は重要な区民要望であり、バリアフリー化が図られていないことが要
因と推測される65歳以上の利用者の伸び悩みもあることから、改めてエレベーターの設置を要望しましたが、対応困難とのこ
とでした。

◇課題解決のための方策

既に児童用エレベーターは設置されていますが、別棟3階にあるコミュニティハウスには連絡していな
いため、コミュニティハウス利用者向けのエレベーターを設置する。また、外付け構造とすることで学
校の教育活動やコミュニティハウスの活動へ及ぼす影響を最小限に抑える。

671-3278

対応の有無

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

永田台コミュニティハウスのバリアフリー化8

提案内容
・

概算額等

教育委員会事務局 学校支援・地域連携課

対応しない 予算化見送り

学校施設及びコミュニティハウス改修費等によるエレベーター設置

対応しない場合

学校施設のエレベーター設置は、肢体不自由児の状況や車いす利用児童の状況等を鑑みながら設置して
おり、平成30年8月末現在、市内小中学校486校中173校しか設置できていません。本来、設置しなけれ
ばならない学校が多くある中、永田台小学校にはすでにエレベーターが1台設置されており、コミュニ
ティハウス用のエレベーター設置は難しい状況です。

◇対応する場合の課題

エレベーターを設置するにあたっては、既存建物の大規模な改修が必要です。

◇課題に対する局の考え方

対応する場合

所管局課・担当者 教育委員会事務局　学校支援・地域連携課・辻係長



（様式３－２）

担当者名 荻久保　寛 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 7年以上
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 冨田（用地班）
柴田（推進班） TEL

対応する場合

所管局課・担当者 環境創造局　緑地保全推進課　柴田係長

対応しない場合
　当該部分の早期供用を目指して事業用地所有者との用地買収交渉を続けておりますが、交渉に応じて
いただけない状況が続いております。買収の見通しが立った段階で予算要求していきます。
　なお、隣接する取得済みで未整備の土地について、先行して整備し、公開する調整を進めています。

◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

671-2641
671-2625

対応の有無

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 公園整備事業

六ツ川中央公園の用地買収について9

提案内容
・

概算額等

環境創造局 緑地保全推進課

対応しない その他

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 土木事務所

341-1108

環境創造局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

　六ツ川中央公園は平成８年３月に公園された近隣公園です。公園中央部に未買収用地（約1,500㎡）
があります。未買収用地が公園中央にあることから、大変利用しにくい形状となっており、連合町内会
や地元自治会などから早期の用地買収とその後の整備を要望されています。
【基礎データ】
公園種別　近隣公園　使用面積　23,838㎡
公開年月日　平成８年３月25日

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
■８　その他（六ツ川地区連合町内会、内手自治会からの要望）

◇区民からの具体的な要望

・未買収用地を早く買収し、公園として整備して欲しい。
・地形の関係で広場が狭い公園なので、買収した部分は広場として整備して欲しい。
・未買収用地の管理がされていない。草が伸び放題で、火事が心配である。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

当該地の用地取得につきましては、継続して環境創造局に要望してきました。

◇課題解決のための方策

当該の地権者と交渉を積極的に進め、ご理解を得ていく。

・当該地の用地買収
　　　　　千円（1,500㎡×　　　　円/㎡）（参考価格）
（用地買収の見通しがついた段階で環境創造局が予算要求を行います。）

◇対応の内容



（様式３－２）

担当者名 中島 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 3年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 石井、今井 TEL

対応の有無

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

・楽しく健康づくりできるような歩行空間を整備してほしい。
・道路や植栽帯に多くのごみが不法投棄されており、捨てられないようにしてほしい。
・ハマロードサポーターが清掃協力しているが、ごみ量が多く、その処理等に苦慮している。
・首都高速道路の桁下が暗いので、環境改善してほしい。
◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

・健康みちづくりルート各区版として大岡川プロムナードの再整備は実施中。
・健康みちづくりルート広域版（中村川沿い道路等）は概略設計(H30年度)
・ごみの回収の実施
・ごみ廃棄禁止の看板、フェンスの設置

◇課題解決のための方策

中村川沿いの道路の再整備を進める
　・植栽帯を縮小し、歩きやすい歩道とする等の再整備案の検討
　・健康みちづくり推進事業の確実な予算化

【平成31年度】
　調査、設計費　概算額 　　　　千円
【平成32年度以降】
　道路整備（モデル箇所等）

　横浜市では、超高齢社会を迎え、中期4か年計画の未来のまちづくり戦略において、「全市民が健康
づくりに取り組むまちづくり」を進めることとしており、市民の健康増進や外出意欲向上に資する歩行
空間の整備を進める「健康みちづくり推進事業」に取り組んでいます。南区内においても、平成27年度
から大岡川プロムナードにおいて、歩きやすい歩行空間となるよう歩道の再整備や休憩施設の設置等を
進めてきました。さらに、中村川沿いの道路は、西区、南区および中区に跨る「健康みちづくりルート
広域版」として設定されており、楽しみながら健康づくりに取り組むことのできる場をさらに創出して
いくことが求められています。
　一方で、中村川沿いの歩道や植栽帯では、ごみが不法に廃棄されるケースが多くみられ、ごみの回収
やごみを捨てられないような対策について区民から要望を受けています。これまで、土木事務所では、
注意看板の設置等による対策を行ってきましたが、ごみは減らず、道路の再整備等による抜本的な対策
が必要となっている状況です。
◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　■６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

671-4086

中村川沿いの道路再整備（健康みちづくり推進事業）10

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 土木事務所

341-1107

道路局

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 健康みちづくり推進事業

◇対応の内容

中村川沿いは「健康みちづくり広域版ルート」のDルートの一部として設定されているため、健康みち
づくり推進事業で対応します。

道路局 企画課

対応する 予算対応する

対応する場合

所管局課・担当者 道路局企画課・石井係長

対応しない場合
◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方



（様式３－２）

担当者名 小椋 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 7年以上 添付資料

番号

予算関連

制度関連

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 道路修繕事業、街路樹管理事業、公共施設・公有地での緑の創出・管理事業

所管局課・担当者 道路局施設課井田課長補佐
道路局維持課本橋課長補佐
環境創造局みどりアップ推進課井上係長

大岡川プロムナードの再整備及び桜の更新11

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 区政推進課・土木事務所

341-1233

道路局、環境創造局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

・伐採後の桜の切り株が残っているのを、新しい桜に植え替えてほしい。
・プロムナードの歩道が桜の根で持ち上げられ、凹凸があるのを整備してほしい。
・プロムナード左岸側（蒔田橋～観音橋付近）は、歩道上の桜の樹が傾斜しており、通行の妨げになっている。
また、樹木の根が歩道に張り出しているため、歩行が困難になっている。整備をしてもらいたい。（H24地域懇
談会）
・土地の陥没等により、プロムナードの路上の煉瓦に段差が生じているため、しっかりした補修をお願いした
い。（H25地域懇談会）
・キノコの付着や、幹の空洞が見られる桜がある。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

●横浜市都市計画マスタープラン・南区プラン「あの手この手で身近な自然を守り、創造する」
●大岡川プロムナード再整備
・プロムナード桜並木の樹木調査
・南区さくら・保全活用計画策定（平成17年度）
・プロムナード一部区間での社会実験（舗装構成、溜まり場創出、自転車レーン）（平成18年度）
・プロムナード再整備基本計画策定（平成18年度）
●平成30年度南区運営方針　「賑わい」

◇課題解決のための方策

●大岡川プロムナードの再整備（平成31年度再整備区間一本橋～太田橋（左岸））
・現在の舗装をベンガラ舗装に変更。
・根上がり対策費で植栽桝を整備。
・桜の植樹。
●再整備済の区間において、腐朽等による伐採を行った桜の植替
・舗装撤去、抜根、植栽桝整備、根上がり対策工事、植樹、舗装復旧

●道路局：大岡川プロムナード整備工事費　約28,900千円
＜大岡川プロムナード再整備工事費＞
  　・新植に伴う植栽桝の整備
 　　１桝あたり　　　千円×　　桝＝約　　　千円
    ・根上がり対策費での植栽桝の整備
 　　１桝あたり　　　千円×　　桝＝約　　　千円
    ・その他道路整備費　　　　約　　　千円

●環境創造局：大岡川プロムナードにおける桜の植樹費用　約18,000千円
＜大岡川プロムナード再整備工事区間における桜の植樹費＞
　  ・1本あたり　　　千円×　　本＝約　　　千円

　南区のシンボルである大岡川プロムナードは、古くから区民の皆様に愛されている桜の名所であり、近年では
各メディアにも取り上げられ、区外からの観光客も訪れる賑わいの中心となってきました。
　しかし、桜の根上がりを主な原因とする舗装の持ち上がりにより通行に支障をきたしていた場所が数多くあ
り、加えて、桜並木の半数以上が老朽化による倒木の恐れがあったことなども踏まえ、平成20年度より「プロム
ナード再整備基本計画」に基づき再整備を行ってきました。
　再整備にあたっては、車輛の通行機能を確保しつつも、桜の育成環境を改善し、桜の更新を行うことで誰にで
も優しい歩行空間を目指します。今年度は、山王橋から一本橋までの左岸について実施する予定となっており、
平成31年度においては、一本橋から太田橋までの左岸について、桜の植樹も含め再整備する必要があります。
　また、プロムナード全体の再整備工事は今後数年以内に終了する予定ですが、再整備工事着手から既に10年近
くが経過しているため、当時は状態に問題が無かった桜においても、ベッコウダケ付着等が発見され伐採等の対
応を行ったものが数多く存在します。平成28年度に実施したプロムナードの桜460本の樹木診断では、114本の桜
に異常が見られ、引き続き観察が必要と判定されました。
　大岡川プロムナードの魅力的な景観を維持するためにも、昨年度に引き続きこれらの場所について順次植替え
が必要な状況です。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　■６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望



◆局回答内容

担当者名
井田(施設課)
本橋(維持課)

TEL

◆局回答内容

担当者名 井上 TEL

◇課題に対する局の考え方

対応しない場合
◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

671-2688

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する

671-2785(施設)
671-2782(維持)

対応の有無

◇対応の内容

昨年度に引き続き、街路樹管理事業で対応します。（街路樹管理事業：施設課）
本案件を踏まえ、対象事業の予算状況や各区の事業実施状況に応じて配付額を決定します。（道路修繕事業：維
持課）

道路局
施設課
維持課

対応する 既存の事業で対応する

対応する場合

対応する場合

◇対応の内容

植樹費用について、横浜みどりアップ計画［2019-2023］の「まちなかでの緑の創出・育成事業（街路樹による
良好な景観の創出・育成）」により予算配付します。事業趣旨に沿った内容で実施をお願いします。

環境創造局 みどりアップ推進課

対応しない場合
◇対応する場合の課題



（様式３－２）

担当者名 熊野 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 5年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名
坂入、樗木(事業推進)
木村、関野(建設)

TEL

対応しない場合
◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 都市計画道路等の整備

◇対応の内容

六角橋線は事業中区間の進捗状況等を見ながら、順次事業化を図っていきます。（事業推進課）
汐見台平戸線については、土木事務所の改良事業と連携し、平成34年度までに延焼遮断帯としての効果
を発揮できるよう、設計費、測量費及び用地取得費等を計上します。泥亀釜利谷線については、平成30
年度に事業認可を取得し、平成34年度に延焼遮断帯の効果が得られるよう、設計費、測量費及び用地取
得費等を計上します。（建設課）

道路局
事業推進課

建設課

対応する 既存の事業で対応する

地震火災対策重点路線の早期整備について12

項　　　　　　　目提案種別

平成31年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

南区 区政推進課

341-1232

道路局 ２区（神奈川区、金沢区）

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

南　　区　Ｈ22～歩道が無く危険という意見や拡幅等要望あり、「別所地区懇談会」にて要望あり
神奈川区　未着手区間の早期整備について、Ｈ27神奈川区民協議会「区民のつどい」にて要望等あり
金 沢 区　未整備区間のうち現道のない区間530mの早期整備について区民要望あり

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

汐見台平戸線・六角橋線の事業中区間は各区土木事務所で実施中
泥亀釜利谷線は、別途、金沢区の地域ニーズ案件として26年度予算要望から継続して提出中
　　　　　　　　「泥亀釜利谷線の整備促進」金沢区提案一般案件

◇課題解決のための方策

○汐見台平戸線　補助事業として整備を着実に推進
○六角橋線・泥亀釜利谷線　国交省交付金メニューの積極導入とその事業費枠の拡大要望
○枠的公共事業費とは別枠で事業費を確保
○事業推進ため所管部署の体制を強化し、地元調整は関連局が連携

●汐見台平戸線　事業費の確保と整備の推進
●六角橋線　未着手区間の早期事業化（認可取得等）
●泥亀釜利谷線　現道のない区間530mの早期整備
●事業所管部署の体制強化
測量・設計・用地買収費・工事等　３路線合計　約16億円

「横浜市地震防災戦略における地震火災対策方針（Ｈ26年3月）」で、都市計画道路の整備による延焼遮断帯の形
成が謳われ、「地震火災対策重点路線」として汐見台平戸線と六角橋線を位置付け、その後、Ｈ27年3月に泥亀釜
利谷線が追加されている。
【３路線の現状】●汐見台平戸線（南  区）全線着手済み
　　　　　　　　●六角橋線  （神奈川区）未着手 560 m
　　　　　　　　●泥亀釜利谷線（金沢区）未整備区間810mのうち現道のない530mに着手（H30）
○減災目標（Ｈ34年度）まで残り４年であるが、２路線で事業化の目処が立っていない未着手区間がある。
○整備事業完了までの行動スケジュールが示されていない。
○地震火災対策重点路線に位置付けされたものの、街路事業の枠内（枠的公共事業費）に留まっている。
○３路線の整備にはＨ34年度までに、事業費約118億(うち用地費約106億)円が必要と見込まれている。
○事業中の都計道整備に係る国交省道路局の交付金内示率が低く整備が進まない状況である。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

371-3533（事業）
671-3542（建設）

対応する場合

所管局課・担当者
道路局事業推進課　坂入係長、樗木
道路局建設課　木村係長、関野係長

対応の有無
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